
うるま市ボランティアセンター登録団体 2016/1/5 現在

グループ名 主な活動 会員数 代表者 定例会日時 集合場所

1 リーディングサービスいしかわ相思樹の会 音訳活動、朗読サービス、視覚障害者との交流 12 山城　シゲ 第1土曜日 うるま市石川地区公民館

2 うるま市老人クラブ連合会石川支部 施設訪問、清掃活動、行事への協力 1536 伊波　増一 第1木曜日　14:00～16：00 うるま市老連石川支部　老人研修室

3 健康の泉石川道場 健康づくり、施設訪問 15 伊波　タケ 毎週火・木・土曜日 うるま市石川保健相談センター

4 うるま市石川民生委員・児童委員協議会 福祉行事への協力 22 岸本　百合子 第2火曜日　午後１時30分～ うるま市石川地区公民館

5 美原保育園チビッコ掃除団 公園・ビーチの清掃 24 仲村　恵子 月１回 美原保育園

6 ラスカル保育園 公園・ビーチの清掃、給食サービス 21 伊波　淳英 月１回 ラスカル保育園

7 倫理研究所 家庭倫理の会 石川支部 公園・ビーチの清掃 25 山城　美佐枝 毎朝５時～５時45分 ＮＰＯ法人　結の会

8 手話サークルきむたかの会 手話活動、交流活動 6 蔵當　敬子 木曜日 うるま市社協勝連支所

9 ボランティア　めだかの会 施設内での布のカッティング、福祉事業への協力 9 平川　登子 第２・４火曜日 陽光館

10 要約筆記サークル「ひよこ」 聴覚障がい者への情報保障（文字伝達） 5 仲榮眞　明美 毎週土曜日　14：00～16：00 うるま市健康福祉センター「うるみん」

11 具志川なつメロ友の会 施設訪問・福祉事業に対する資金造成事業 10 喜原　孝子 特になし

12 うるま市ガールスカウト 環境美化、市行事への協力 16 安田　未知子 毎週土曜日 沖縄市中央公民館

13 点訳サークル　点訳工房 広報誌の点訳、福祉事業への協力 5 田場　房子 第１・２・3火曜日 うるま市健康福祉センター「うるみん」

14 音訳サークル「すだちの会」 視覚障がい者への広報誌等の音訳活動・児童生徒への読み聞かせ活動 22 上江洲　すみ子 第４木曜日 うるま市健康福祉センター「うるみん」

15 うるま市与那城社会福祉を考える会 理容サービス、施設訪問、友愛訪問活動、福祉事業への協力 23 上門　義江 毎月２０日 うるま市与那城社会福祉センター

16 うるま市与那城民生委員児童委員協議会 老人友愛訪問活動、施設訪問、福祉行事への協力 26 松堂　勝雄 毎月６日 うるま市与那城社会福祉センター

17 うるま市老人クラブ連合会与那城支部 福祉行事への協力 988 山口　慎之介 随時 うるま市与那城社会福祉センター

18 ナーグシクスンチナーグループ（宮城地区） 一人暮し老人の友愛訪問、児童生徒への読み聞かせ 6 上門　シズ 随時 宮城公民館

19 コザ・パイロットクラブうるま支部 障害者への支援・交流　幼児への脳の大切さの指導 7 安田　未知子 毎月2回 いずみ苑

20 ＮＰＯ法人　沖縄災害救助犬協会 災害救助犬の公開訓練・出動、セラピー犬の育成･施設訪問 184 真栄城　忠之 毎週日曜日 沖縄県警グラウンド（うるま市太田）

21 大正琴　虹の会 大正琴演奏での施設訪問 6 田里　眞喜子 第２木曜日、第４火曜日 沖縄市福祉文化プラザ

22 健康レクダンスクラブゆいまーる レクリエーション指導、車椅子で踊れる民謡のレクダンス、介護施設やディサービスでの指導、出演、行事への協力 18 伊波　清順 毎週水曜日 うるま市健康福祉センター「うるみん」

23 手話サークル絆 手話活動、交流活動、外出援助 10 志慶真　元一 第1.2.4.5　木曜日 うるま市健康福祉センター「うるみん」

24 石川芽ぶきの会 新一年生へのお守り太鼓配布、福祉施設への交流活動など 8 屋良　享 第１．３金曜日 石川保健相談センター　13：30～17：00

25 てぃーだぬふぁー童唄会 子どもたちによるわらべ唄の伝承　出演など 10 宮城　葉子 毎週土曜日 てぃーだぬふぁー屋（うるま市田場）

26 特定非営利活動法人　マングローブEEクラブ
・マングローブ水辺環境の保全活動（マングローブ植樹・クリーン活動）
・環境教育（小・中・高保育園出前講座、マングローブウォッチング）
・川河の生き物調査　　・コーディネーター養成

40 平川　節子
マングローブウォッチング、クリーン
活動
偶数月　第３土曜日

うるま市州崎マングローブテラス

27 うるま市民踊団体連絡協議会 民踊を通しての市内各種祭りへの協力（出演）、施設への訪問活動 500 松井　登子 第4土曜日→午前10時～12時 うるま市石川地区公民館

28 one ness-trinity　ワンネスの会
各フリーマーケットにて資金作りをし、下記の団体へ寄付し世界の子供たちのサポート・応援活動
ＷＦＰ、ＦＰ、ユニセフ等の国際ボランティアの支援、ＰＲ、支援金送金にて子供たちの応援

10 山城　幸江 第3木曜日 代表者宅

29 うるま市ストリートダンス ブレイクダンスによるステージ出演。メンバーは、高校生や大学生、一般 40 山城　一英

30 ピンキーストーンズ 環境美化活動 16 山城　春美 随時

31 前原ソフトクラブ 環境美化活動 12 佐次田　清次

32 うるま市史跡ガイドの会 世界遺産である勝連城跡を始め数多くの文化財のガイド 22 我如古　則子 １水曜日 勝連城跡休憩所

33 山城区婦人会 道路沿いの樹木・花木の管理 26 山城　美佐枝 毎月3日曜日
9：00～11：00 山城区公民館、区内

34 旭通り会 道路沿いの樹木・花木の管理 20 平田　上和

35 わいわい．Ｏ(おたすけ) 地域の高齢者施設や保育所等へエイサーを通しての訪問活動 8 池原　栄子 毎週月曜日１９時～ 赤道小体育館

36 平敷屋友愛会 地域での福祉活動 32 新垣　正光 第１木曜日 平敷屋公民館

37 ひるがおの会 一人暮らしのお年寄りや体が不自由な方の庭の草刈り等 6 天願　十三晃 第1土曜日、第3土曜日

38 布ナプ生活応援団 布ナプキンの普及活動。出前説明会。 10 安里　輝美 不定期

39 草刈り隊グラスホッパーズ 高齢者宅等の草刈りを行います。 1 村吉　政司 不定期

40 スペシャルオリンピックス日本・沖縄 知的障がい者のサポート、スペシャルオリンピックスへの支援 140 安田　未知子

41 倭 子育て支援 6 金城　千里

42 デイサービスセンター　スイム 地域活動への協力 15 山城　満 不定期 未定

43 株式会社ＳＵＮ企画デイサービスセンターたけちゃんち 地域活動への協力 大嶺　自八朗

44 志喜屋孝信赤道顕彰会 草花の植樹 20 久田　友光

45 心の健康友の会 心の悩み相談をうける。上演活動（三味線、ギター）20 20 上原　盛一 随時 事務所

46 シーアート実行委員会 シーアートフェスティバルの企画・運営 5 仲村　龍太

47 うるま市立図書館ボランティア 図書館業務のサポート、環境整備（館内外）、本の修理、配架作業、除籍本リサイクル、お話会 7 榮野川　敦

48 中部病院ＯＢ会 中部病院内でのボランティア 4 鹿取　和史 中部病院

49 はぁとくらぶ 子育て支援 5 上原　優子 毎週水曜日午前９時半～正午 みどり町５．６丁目公民館

50 三木会 石川川沿いの草刈り、清掃活動 12 石川　眞洲 毎月第３木曜日

51 ＮＰＯ食健うむさん会 ・自然農法（無農薬）で育てた安心野菜市、食育活動　・うるま市の特産品（もずくなど）を使った調理の普及活動5 照屋　美智子 毎月第１火曜日

52 いじゅの会 うるま市石川中学校への花の活け込み、食育活動 16 照屋　美智子 毎月第３火曜日、１５時自宅又はファーム

53 総合的学習支援所　山学校「うりずん」 手作り玩具指導、解放農園で保育園児童、地域の人に生産体験指導 8 長濱　眞盛

54 沖縄県警察学校 福祉施設でのボランティア活動 65 月2回　水曜日

55 在宅介護サービスひまわり「はぴねす」 高齢者支援に関するボランティア活動等 7 座間味　良太 随時

56 オカリナサークルまじゅーん・そら オカリナの演奏活動 20 加藤雪香 うるみん

57 車椅子レクダンス普及会うるま支部 車椅子レクダンスの練習など、施設訪問 12 新垣　明美 毎月第３日曜日午前１０時～正午 うるみん

58 グリーンガーデンクラブ 石川伊波区内の植栽活動 7 伊波　文

59 クラフトサロン遊ヒルギ 自然素材（ビーグ、貝殻、木の実など）を使ったクラフトの普及活動 24 平川　節子 第3木曜日午前10時～3時 うるま市みどり町

60
NPO法人うるま市身体障がい者団体設立発起人
会

身体障がい者当事者による身体障がい者の支援活動や親睦交流活動 5 枝川　泰邦 随時

61 にぬふぁスター 発達障がいに関する活動 3 知花　さおり 随時

62 具志川サイエンスサポート 科学授業、イベント実施、企業経営者・専門家の講義やセミナーの実施 10 塚原　正俊 随時

63 琉球民謡愛好会 三味線の上演活動 2 稲嶺　洋子

64 子育てサークル　ぴょんちゃん 子育て支援 10 伊波　ゆみ子 毎月第２・４土曜日 旭区公民館

65 まちの看護師 高齢者への支援 8 親泊　朝光

66 みやぎ島ハッピークルー 宮城島のＰＲ活動、海岸清掃、美化活動 21 奥間　圭太

67 手話サークル うるま 手話活動、交流活動、地域防災活動 15 高安　祥吾 毎週水曜日１９時30分～21時30分 うるま市健康福祉センターうるみん

68 平良川公民館前道路j樹木等管理会 環境美化活動 14 比嘉 盛一 - -


